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                  年間テーマ 
            国際：Leading the way ・・・ 

先頭を切って 

         日本リージョン：見上げて 共に進もう 

         カウンスル No.4：会員の結束と思いやり 

                 

 

 

カウンスル No.4会長  

重中 祥子 

 

早春を肌で感じる季節になりました。 

昨秋の第 1 回会合で、皆さまのカウンスル№4 に対する熱い思いを伺い、また、

アンケートにも応えていただきました。ありがとうございました。 

これらを参考に、今後のカウンスル№4 運営にも反映してゆきたいと思います。 

さて第 2 回会合はスピーチコンテストと講演です。 

ITC のスピーチはいくつかのカテゴリーに分かれていますが、他人に影響を与

えるようなスピーチは大なり小なり全て説得であり、共感を呼ぶことであるよ

うに思います。 

日常生活の中でも相手の考えや行動を変えるために、説得することがあるでし

ょう。情に訴え、一体感を醸し出すのが説得や共感ではないかと思います。 

対立を恐れない信念と共感を呼ぶ人間力を発揮するために、何事にも前向きに

取り組み、いろいろなことに積極的にチャレンジしてみましょう。 

スピーチコンテストはスピーカーだけでなく、参加してくださる皆さまの聴く

心や共感する心を育ててくれると思います。 

一人でも沢山の会員の方にお目にかかれますように、役員一同お待ちしており

ます。 

 

 

目 標 １．明日の ITC へ意識を改革する。 

     ２．変わることと変わらないことへの対応を

考える。 

     ３．和気あいあいと、会員であることに楽し

さを見つける。 



２ 

 

 

 

               会合テーマ：リーダーシップ 

 

2016年 10月 28日(金)、カ

ウンスルNo.4第1回会合が

福山ニューキャッスルホテ

ルにて開催されました。出席者は 9名の来賓・ゲスト

を含め 94 名。公式訪問者として、西村みつ子次期日

本リージョン会長をお迎 えしました。 

11時２分、重中祥子カウンスル No.4会長が開会を宣言。 

野中雅子福岡クラブ会長のリードで ITC宣誓を唱和、大野加津子 

九州クラブ会長がインスピレーションを読み上げました。 

カンスル No.4次期役員候補者指名委員選出選挙では、前田利子  

会員(ひろしまクラブ)、村山紀子会員(岡山クラブ)、原 順子会員          

(岡山あくらクラブ )が選出され、最も得票数の多かった前田                

会員が委員長に任命されました。 

プログラムリーダーは瀬戸内クラブの板谷洋子会員が務めました。 

★講演 

髙木清子前日本リージョン会長が「組織とリーダーシップ」と題  

しお話ししてくださいました。講演要旨を次ページ（P3）に掲載   

しています。 

★バズセッション 

「カウンスルの未来のために」をテーマに参加者全員が各テーブルに分かれ、   

話し合いました。 

  

 

 

 

リポート カウンスル No.4第 29期第 1回会合 

 

 

 

プログラム 

ビジネス 

 

倉田眞澄登録委員長が本日の出席者数、藤岡敬子予算・財務委員長がブリング＆

バイの売上額 155,750円（例会後に最終売上額は 159,500円と訂正）を報告。

続いて豊田麗子コーディネーターが謝辞を述べました。 

村上第一副会長が第 2 回会合を 4 月 4 日(火)にホテルグランヴィア広島で開

催すると案内し、最後に服部英子瀬戸内クラブ会長がクロージングソートを

述べました。  

閉 会 

開 会 
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                     講演「組織とリーダーシップ」(要旨) 

                  前日本リージョン会長 髙木 清子 

今日、こちらに来る新幹線で「この星で、一番いいのは学ぶところ」のキャｯ

チコピーに出合いました。これは ITC にピッタリのフレーズで、今日は皆さん

とご一緒に「組織とリーダーシップ」について学びましょうと、心に決めて福山

駅に降り立ちました。 

 組織にはさまざまありますが、今日は ITC という組織に絞って、そこにおけるリーダーシップについ

てお話ししたいと思います。ご承知のように、ITC は国際組織であり、ITC 役員会・４つのディヴィジ

ョンの中にリージョン・カウンスル・クラブがあるというピラミッド型の組織です。これら各レベルに

は役員会が設けられ、運営に当たっています。リーダーシップを発揮するのは、どのレベルにおいても

「長」である人です。教育機関である ITC では、毎期役員が交代します。それが学びであることを認識

すること。「長」になることで成長するのです。 

 組織の大小にかかわらず、リーダーが持つべきリーダーシップは共通です。今からお話しするリーダ

ーシップは、ITC 国際からクラブまで、いずれのレベルにおいても必要なものであるとお考えください。 

ITC のリーダーシップの六つの条件 

⓵ 信念を持つこと――揺るがしてはならない。 

  決断力があること――危機管理が要求される。 

  柔軟な思考力を持つこと――常に考えて対処する。 

② 常に人に心を寄せること――奉仕の精神・誠意を常に持って事にあたる。 

  公平・公正を心掛けること――人を信頼し、適任者に任せる。 

③ 自己研鑽を心掛けること――自分磨きを重ねていくことで、他人の目標になる。 

④ 克己心があること――リーダーは孤独である。結果を引き受ける度量を持つ。 

⑤ 礼儀・礼節を保つこと――相手を尊重する。失礼にならないようにする。 

⑥ 謙譲の精神を持つこと――自分の能力や業績を誇示しない、支えてくれる人に感謝する。 

自己反省ができること――自分の言動を振り返り、明日はこの間違いをしないように戒める。 

品格を保つこと――自分を顧みて、適切で美しい言葉を使い、時と場所をわきまえて服装・態度に気

付ける。 

誰でも「その気になれば」リーダーになれます。「その気になる」か、どうかです。ほんの少し「自分

を変える勇気」と「一歩前に踏み出す勇気」を持てば可能です。自分の道は自分しか選べない。誰かに与

えられた道を行くのではなく、「その気になって」自分が選んだ道を行きたいと思いませんか? 今日から

皆さんはリーダーです。ITC のほとんどの会員は、リーダーシップを備え持っています。恐らくそれを

何処かで生かしていられるのではないでしょうか。その「何処か」が「ITC」であればうれしく思います。 

日本リージョン次期会長、会長として過ごした２年間を振り返りますと、会員の皆さまのお支えによ

って、自分の持つ限界以上の力が出せたという感謝の気持ちでいっぱいです。82 年の人生で一番心豊か

で、感動の多い充実した２年でした。             報告 渡辺 遙子（ひろしまクラブ） 
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後期プログラム予定表 

 

 

 

 

例会月 月テーマ プログラム 会場・時間 

２月 知って納得 ストリーテイリングとブックレビューの違い ニューライフプラザ内 

社会教育総合センター 

第 3 金曜日 

10：30～12:30 

  5 月の記念例会は 

17 日(水)にホテル白菊 

３月 楽しく聴く 朗読 

４月 春の息吹 野外例会 

５月 感謝の心を花束に ４０周年記念例会 

６月 明日へ繋ぐ バズセション 

 

 

 

 

 

例会月 月テーマ プログラム 会場・時間 

２月 会員からのメッセージ スピーチコンテスト 広島アンデルセン 5F 

デンマークルーム 

第 3 木曜日 

13：15～15：30 

３月例会のみ５日(日) 

午後からの参加は無料 

３月 次世代へのメッセージ ～クラブからの発信・第 2 回～ ワークショップ 

４月 コミュニケーション スキルアップ 評価コンテスト 

５月 コミュニケーション  スキルアップ 刺激的なチャップリンスピーチ 

６月 次期へのメッセージ 就任式・継続するためのテーブルディスカッション 

 

 

 

 

 

 

例会月 月テーマ プログラム 会場・時間 

２月 あこがれ お煎茶  

福山ニューキャッスルホテル 

第 3 金曜日 

13：30～15：30 

３月 魅  力 野外例会 

４月 思いやり 評価 

５月 幸  福 どこでもドア 

６月 信  頼 役員就任式・ビブリオバトル 

 

ひろしまクラブ ｢継承し、更なる発展へ｣               会長 成定 正子 

次世代に ITC の種を蒔き、育てる、という積極的行動の一歩を踏み出したいとの会長方針の下、
12月例会の異世代でのパネルディスカッションに続いて、3月例会では実社会第一線で活躍する
若い世代からの問題提起、それをベースに若者同士のディスカッション、そして会員を交えて異
世代間でのグループワーク、それを通して ITCの未来を探る。 

九州クラブ 「咀嚼そして成長」                  会長 大野 加津子 

後期最大のプログラムはクラブ創立４０年を迎えることから、４０周年記念式典開催に向け、式典委員

長を中心に準備を進めていく予定です。会員数の少ない中で何ができるか、何をどうしなければ何なら

ないのかを、大まかな骨子は出来てはいるが、これからそれを煮詰め、参加者にご満足いただけるよう

にと、これから始動開始～～といったところです。 

 

福山クラブ ｢受け継ぐ ～さらに Step up～｣              会長 早間 文子 

前期プログラムは会員歴の浅い会員による教育を中心に、会員歴の長い会員には今月のニュー

スやプログラムリーダーを担当してもらい全員参加型で共に学び共に Step up してきました。

後期はお楽しみのプログラムのある中で学びながら会員同士の結束をより深め、さらに Step up

していけたらいいなと思っています。 
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後期プログラム予定表 

 

 

 

 

例会月 月テーマ プログラム 会場・時間 

２月 磨く 教育 講師 高木清子 (京都クラブ) 
ホテルグランヴィア岡山 

第 2 木曜日 

13：00～15:00 

6/15 第 3 木曜日 

３月 伝える 評価 ブックレビュー 

４月 成長 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ リージョン教育ｾｯｼｮﾝより 

５月 基本 教育    マスターマニュアルより 

６月 感謝 就任式 

 

 

 

 

 

例会月 月テーマ プログラム 会場・時間 

２月 思いを伝える スピーチコンテスト 
広島アンデルセン５F 

デンマークルーム 

第 2 金曜日 

13：30～15：30 

３月 評価の実践 評価の評価 

４月 能力を目覚めさす 潜在能力の開発 

５月 笑いの効用 笑いは百薬の長 

６月 就任式・来期に 就任式 

 

 

 

 

 

 

例会月 月テーマ プログラム  会場・時間 

２月 挑もう スピーチコンテスト  

ホテルグランヴィア岡山 

第 3 水曜日 

10：30～12：30 

 

３月 深めよう ブックレポート 

４月 助け合おう 第６回チャリティ茶会 

５月 野外例会 愉しもう 

６月 役員交代式 継ごう 

 

安芸クラブ ｢より深く、より確かに｣                会長 天野 寿美枝 

日本の歴史上、女性が国際組織に加入を許されたのは ITC が初めであることを９月例会で学び

ました。この優れた学びの伝統を、より深く、より確かに、継続していくために、下半期も素

晴らしい先輩たちを講師としてお迎えし、充実した学びの場といたします。 

 

 

岡山クラブ 「ITC の原点を 知っていますか？ ～自ら知る努力を！～」  会長 六車 紀代子 

例会前に、岡山クラブ会則・常規の唱和をして ITC の原点を、新人は前向きに習得し、私たち

は再認識することができています。 

後期は教育を中心に、ITCの原点を更に学ぼうと企画しています。 

 

岡山あくらクラブ ｢Yes, we can.｣                         会長 日吉 令子 

お役即学びを経験しながら、互いが家族のように守りあい、導きあいながら、前期が終了。 

後期は外部に向けて、チャリティ茶会など、毎回作成しているチラシを持参し、広く外部の友

人に働きかけ、会員増強に繋げたいと思っています 
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後期プログラム予定表 

 

 

 

 
 

 月テーマ プログラム 会場・時間 

２月 ツバキ 朗読 講師：川上知子様  

福山ニューキャッスルホテル 

第 2 金曜日 

14：00～16：00 

３月 スノーフレーク 親睦会 

４月 カスミソウ チャップリン スピーチ 

５月 クレマチス 文学ってなあに？名作劇場 

６月 マリーゴールド 役員就任式 

 

 

 

 

 

 

例会月 月テーマ プログラム 会場・時間 

２月 梅 ちくちく教室 

タカクラホテル福岡 

第 4 土曜日 

13:00～15:00 

３月 ジンチョウゲ ショートスピーチ 

４月 桜 野外例会（糸島へ） 

５月 バラ 源氏物語 

６月 あじさい 役員就任式 

 

 

 

 

 
 

例会月 月テーマ プログラム  会場・時間 

２月 共に進む 東広島市内小・中学生スピーチコンテスト  

東広島市役所北館 

第一金曜日 

13：30～15:30 

2 月のみアザレアホール 

３月 共に学ぶ ひな祭り 

４月 共に感ず 言道 

５月 共に燃ゆる 新緑を楽しむ 

６月 共に集う 役員就任式 

 

福岡クラブ ｢ポジティブシンキング～プラス思考～｣           会長 野中 雅子 

少人数のクラブとなりましたが、少人数なりの親密さを重視して１ヵ月１回の会合をみんなで
楽しく過ごすことができたら、これほどうれしいことはありません。後期は野外例会も予定し
ていて「日本で住みよい町」にランクインされる「糸島」へ「ちびバス」を貸し切って行くこ
とにしています。私、会長の出里でもある「糸島」には田舎暮らしをわざわざ求めて移住して
くる人もいます。山あり海ありの田舎へ皆さんと出掛けるのを楽しみにしています。 

 

瀬戸内クラブ 「みんなが一つに！ 和の心で」             会長 服部 英子 

一人何役もの重責を笑顔でフル回転しながらこなしている状況ですが、まさに「みんなが一つ
に！ 和の心で」を、実践中です。そんな中、会員による教育も少し視点を変えて、外部講師を
お願いしながら、充実した例会にしていきたいと思っております。 

各クラブの皆さま、時に、瀬戸内クラブへお気軽に訪問していただけたらうれしいです。後半
の例会、楽しく満足感が持てるよう、精いっぱい頑張っていきたいと思っております。 

 

ひがし広島クラブ ｢つながり｣                           会長 有馬 みどり 

2 月 5 日、皆さまのお力添えをいただいて、「第 6 回東広島市内 小・中学生スピーチコンテス
ト」を開催致しました。回を重ねるごとに応募の数、会場に足を運んでくださる方々も増え、 

有り難く感謝の気持ちでいっぱいです。小・中学生スピーチコンテストと同様に、クラブも 

「つながり」、一回一回の例会を大切に、会員の向上の場として楽しみながら、学びたいと思い
ます。 
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他クラブ訪問  

岡山クラブ 10 月例会                  例会日時：第２木曜日 13:00～15:00 

岡山クラブ 10 月例会は「原点」がテーマ。

例会開始前の 10 分は、全員で会則の読み合

わせ。会則に親しむ機会が少ない私はよい試

みだと思いました。 

昔は参加することに意義があったオリン

ピックでしたが、現在では勝負する場。ITC

における勝負の場はスピーチコンテストで

す。それは評価によって決まります。六車会

長がオリンピック精神と評価の大切さを結

びつけてご挨拶されました。 

プログラムは、京都クラブ 大野三恵子様による「評価の受け止め方」のワークショップです。

評価の本質を理解することの大切さ、互いに学び合う学習過程の一つとしての評価する時と受ける

時の心得について講演されました。 

高木清子前日本リージョン会長もワークショップに参加され

ました。テーブル毎に、今まで受けた評価のなかでうれしかっ

たこと、役立ったこと、傷ついたことなどを出し合いました。

皆さんの意見には頷くばかりでした。 

評価ではする方も受ける方も感情のコ

ントロールが必要です。厳しい指摘があ

ったとしても、それは相手を勇気づける

ためのものです。真意を理解し、つなが

り合う気持ちを大切にしなければならないと、改めて心に留めることができま

した。 

今日の話題は空欄に言葉を入れる「言葉遊び」。故事やことわざの短冊がたくさん用意されていま

した。答えはなかなか出でこなかったのですが、思い出そうと考えるだけで眠っていた脳細胞が活

性化しました。 

会場全体に六車会長のお人柄が伝わり、温かで活気があり、居心地の良い例会でした。 

 報告 田島 久子（安芸クラブ）  
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他クラブ訪問 

瀬戸内クラブ 11 月例会        例会日時：第２金曜日 14:00～16:00 

なんて楽しい他クラブ訪問   

この日は晴天、会場となる福山ニューキャッスルホテルへ、期待に胸を

弾ませ向かった。カウンスル会合で何回も行っているはずの景色が今日は

違う。瀬戸内クラブといえば、歴代カウンスル No.4 のボードでご活躍さ

れたそうそうたる面々がいらっしゃり、やはり緊張する。 

寺岡恵子第二副会長に案内され、エレベーターに乗り会場へ。シックな

内装の部屋の窓枠からくっきりと福山城が望める最上階の部屋だった。

「いつもこのお部屋ではないのですよ。今日はラッキーでしたね」と服部英子会長に迎えられた。

和やかな笑顔にロケーション、素敵なテーブルのあしらいに感動！ 

 今期、瀬戸内クラブは各月のテーマに花の名前が付けられている。11月は“カ

ランコエ”（小さな思い出）－ 幼い日の小さな思い出 優しい柔らかな思いで 

いつの日か 懐かしい日々に 大きな安らぎに包まれ その幸せに気づきます 

－ インスピレーション 晝田千津子会員。 

 プログラムは「自分を知る」をテーマに「エコグラムに

よる性格診断テストを使って自分を知ってみよう」という

ものだ。教育もプログラムリーダーも全て日朝史子会員一人によるものだっ

た。かつて教育の場にいらした日朝会員はカウンセリングとして生徒に向け

成果を得られた経験から、クラブでこのプログラムを提案したとのこと。 

瀬戸内クラブではビジネスとプログラムの間にティータイムが設けられて

おり、始まる直前まで談笑していた場から一変、診断テストになる

と集中して取り組み、一時シーンと静まる。皆さん、異なる表情を

見せた。それも束の間、「テスト終了！」の合図とともに興味津々、

今度は質問の嵐となり、さすがに会員をまとめていた“日朝先生？”

もてんてこ舞い…突っ込んだ質問に「コラえてください！」という

言葉も。最後に、このテストの結果は「自己分析→自己開示→相互

理解」に有効に使ってほしいと結んだ。 

会員数 10名（本日 1名欠席）の瀬戸内ク

ラブでは、終始バズセッションが行われてい

るような雰囲気の中、全員参加型の活気溢れ

る例会だった。「どこでもプロジェクト」とい

う企画を好機にぜひこのクラブの訪問をお薦

めしたい。 

報告 藤井 啓子（ひろしまクラブ）      
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他クラブ訪問  

安芸クラブ 12月例会                  例会日時：第２金曜日 13:30～15:30 

12月 9日、安芸クラブのクリスマス例会にお邪魔しました。「安芸クラブのホスピタリティーは、

お客さまに対しての気遣いが行き届いていて、勉強になる」と、かねてより先輩会員から伺ってい

ましたので、この日の訪問をずっと楽しみにしておりました。 

受付で早速、「本日は、よくお越しくださいました」とすてきな笑顔の挨拶を受け、テーブル席ま

で案内していただきました。さらにランチの始まる前まで、天野寿美枝会長をはじめ多くの会員の

方が歓迎の挨拶に私の席まで見えてくださいました。これが、安芸クラブの「おもてなし」だと「ガ

ッテン！」しました。心温まる挨拶を受けて心が和み、微笑みで返礼しながら、改め

て挨拶の大切さを認識しました。 

 天野会長は冒頭の挨拶で、本日のプログラムの一つであるチェロのコンサートをよ

り楽しむことができるよう、チェロについて詳しく説明され、目から鱗（うろこ）の

話もありました。 

さて、いよいよプログラム開始です。一つ目は輪読

形式による「朗読」。会員全員が 3チームに分かれ、それぞれ異なる

話を輪読されました。中でも、広島弁の語りが上手で面白く会場が

沸きました。年間テーマ「安芸クラブらしさを創造する」に相応し

い試みでした。 

プログラムの二つ目は｢チェロコンサート｣です。奏者は広島 

交響楽団の主席チェロ奏者、マーティン・スタンツェライト氏。 

約 300年前に製作されたチェロで、「アメイジング・グレイス」 

「ブーレハ長調（バッハ）」 

などの名曲を演奏してくださ

り、まさに至福のひととき。   

  最後に、チェロで伴奏して 

いただきながら、参加者全員で

「諸人こぞりて」「きよしこの

夜」を合唱し、一足早いクリス

マスを味わいました。 

ITC 安芸クラブのチームワークの成果を強く感じることが

でき、充実した楽しい例会でした。         

報告 渡辺 遙子(ひろしまクラブ) 

平家物語「祇園精舎～祇王と仏御前」 

童話｢モミの木の願い｣ 

あったげな広島物語「サルとウサギとカワウソ」 
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他クラブ訪問  

福山クラブ１月例会                  例会日時：第３金曜日 13:30～15:30 

 昨年 6 月に 30 周年記念例会を終え、気持ちも新たに 31 年目の歴史を刻み始めている福山クラブ

を訪れました。年明け早々の１月例会なので、「おめでとうございます」「今年もよろしく」といっ

た挨拶が方々から聞こえてきて、会場は華やかな雰囲気に包まれていました。 

 今期の会長は入会９年目の早間文

子会員。開会からビジネスまで、ぶ

れることなく見事な議長ぶりでした。 

休憩を挟んで、いよいよお楽しみ

のブリング＆バイ。福山クラブでは

毎年恒例の行事です。販売はオークション形式で、「売り子さ

んが希望価格を言いますから、どんどん上げてくださいね」

と、光成史子予算・財務委員長。声が上がらず値下げを余儀

なくされる場合もあれば、850円で落ち着きそうだった品物を

「1000 円で買うわ」と、太っ腹ぶりを見せてくれる会員もい

て、会場は爆笑の渦。巧みな売り子さんの口上に乗せられて

か、いつの間にか完売。売り上げは 56,100円にも上り、クラ

ブ財政に大きく貢献しました。   

続いて「今月のニュース」。担当の児玉明美会員がこの１ヵ月間に報道された記事の中から二つ選

んで解説しました。一つ目は大統領就任直前のドナルド・トランプ氏、二つ目は小池百合子東京都

知事のファッションについてでした。 

 今期、福山クラブでは ITC 歴の浅い会員の教育に重点を置いていて、前半では毎月マスターマニ

ュアルの勉強を取り入れています。「新入会員による新入会員のための教育」が

目的で、入会５年未満の会員がマスターマニュアルを参考に資料をつくり、例会

で 40分程度の教育を行うのです。「新しい会員がマニュアルを読み込むという効

果はもちろん、前に出て与えられた時間を責任を持って担当することで、自信を

つけてもらっているようです」と、金子三屋子第一副会長。今月の担当は「記念

例会で芸達者ぶりを発揮し、福山クラブ・エンターテイナーの地位を不動にした」

（プログラムリーダーの紹介）井上真奈美会員。さすがに今日は真剣な面持ちで、

ITC宣誓、インスピレーション、プログラムリーダーなどについての教育を行いました。 

 「今日の話題」では、「お正月にしたこと、考えたこと」について即興の１分間スピーチ。続いて

タイム報告、総評へと進み、盛りだくさんだった本日の例会も無事に終了。「ITC の例会は会員の誰

もが平等に学べる場」を改めて実感できた他クラブ訪問となりました。     

 報告 米門 公子（ひろしまクラブ） 
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記念例会・特別例会 

 

 

インフォメーション 
     

おめでとうございます！  クラブ スピーチコンテスト（日本語の部）優勝者 

ク ラ ブ 名 優勝者名 論  題・題  目 

九 州 西村 節子 
論   題：愛 

題   目：4月 3日は自立記念日 

ひろしま 吉田 瑠美子 
論   題：転機 

題   目：無駄ではない 

福 山 光成 史子 
論   題：出会い 

題   目：感謝 

岡 山 室賀 斐ろこ 
論   題：磨く 

題   目：これぞ人生！ 

安 芸 木村 清美 
論   題：歴史 

題   目：見えないものが見えてくる 

岡山あくら 原 順子 
論   題：伝える 

題   目：セカンドオピニオン 

瀬 戸 内 板谷 洋子 
論   題：情熱 

題   目：義母の形見 

福  岡 野中 雅子 
論   題：大切なもの 

題   目：心機一転 

ひがし広島 有馬 みどり 
論   題：今 

題   目：私を夢中にさせること 

 

 

 

★岡山あくらクラブ「第６回チャリティ茶会」 

   日時：2017年４月 19日(水)  受付：10時 30分～15時   

                講演：11時～  「備中青瓷について」 講師：渡辺 篤 

お茶会：12時 30分～15時 30分 

会場：林原美術館（岡山市北区丸の内 2-7-15   TEL086-223-1733） 

★九州クラブ「40周年記念例会」 

  日時：2017年５月 17日(水) 11時 30分～15時 30分（受付開始 11時～） 

  会場：ホテル白菊 地階「さわらびの間」(別府市上田の湯町 16-30 電話：0977-21-2111) 

   プログラム 

★「スピーチを楽しもう」   ★津軽三味線演奏   ★ショートスピーチで和気藹々 

                                

会員異動 

☆入会 

ひろしまクラブ：佐野由美 

岡  山クラブ：磯崎久美 

安  芸クラブ：行武かおる 

 

             編集後記 

「しなければならないことをすること」。この言葉

は、サニーサイド第 1 号２ページで、カウンスル役

員に趣味をお尋ねしたところ、ある役員が書いてお

られました。素晴らしいですね。編集スタッフ一同

感動し、見習いたいものだと、声が上がりました。                                

（遙） 

編集 米門公子・渡辺遙子(ひ)、萱島賴子(安) 

 

スタッフ 渡辺遙子(ひろしま)、萱島賴子(安芸) 



 

 

                   ITC宣誓 
我々インターナショナル トレーニング イン コミュニケーション のメンバーは、世界中の相互理解促進のために、 

コミュニケーション技術と指導力の向上に努めることをここに誓います。 

  We, as members of International Training in Communication, hereby pledge to improve our communication  

and Leadership skills, in order to achieve greater understanding throughout the world 

 

カウンスル№4 第 29 期 第二回会合プログラム 

年間テーマ：会員の結束と思いやり 

2017年 4月 4日（火曜日） 

会合テーマ：メンバーシップ                    ホテルグランヴィア広島 

人間だって、花と同じように、光がいる。 

人も、人から大事にされないと、心が枯れてしまう。 

だから君が、みんなの太陽になれ！         ―作者不詳― 

 

【午前の部】 

 開 会 会長 重中祥子 

 10：40 

 ITC宣誓 安芸クラブ会長 天野寿美枝 

  インスピレーション 岡山あくらクラブ会長 日吉令子 

  会長挨拶・来賓紹介 会長 重中祥子 

  ゲスト紹介 第二副会長 青木和恵 

 ビジネス 議長 重中祥子 

 10：48 

 審 議 議長 重中祥子 

 

 

【午後の部】 

 プログラム プログラムリーダー 佐藤真朱子（ひがし広島）

 12：15 

スピーチコンテスト  

        プログラムリーダー  早間文子（福山） 

講演「メンタリング」 

   講師：杉谷和代様 （イースト神戸） 

タイマー紹介                                      倉田眞澄・豊田麗子（福山） 

  出席者数報告 登録委員長 萱島頼子（安芸） 

  コーディネーター挨拶  籔田邦子（安芸） 

  次回会合案内 第一副会長 村上洋子 

  クロージングソート ひがし広島クラブ会長 有馬みどり 

 閉 会 会長 重中祥子 

 15：30 
 

ホステスクラブ：ひろしま・安芸・ひがし広島 

コーディネーター：籔田邦子 

コ・コーディネーター：吉岡裕子 

  〔会合出席者数〕 

クラブ 九 州 ひろしま 福 山 岡 山 安 芸 岡山あくら 瀬戸内 福 岡 ひがし広島 無所属 合 計 

会員数            

出席者数            

ゲスト            

その他のゲスト                                       総合計   

 

昼食：登録・資格認証サイン・資料物品渡し 
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